
平成18年２月期 決算短信（連結） 平成18年４月７日

上場会社名 株式会社　吉野家ディー・アンド・シー 上場取引所 東

コード番号 9861 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.yoshinoya-dc.com)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長  

氏　名　安部　修仁

問合せ先責任者　役職名 常務取締役ＢＳ（ビジネスサポート）本部長

氏　名　折田　昌行 ＴＥＬ　(03）5269－5111（代表）

決算取締役会開催日 平成18年４月７日

米国会計基準採用の有無 無

１．18年２月期の連結業績（平成17年３月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 122,386 3.8 2,695 － 2,181 －

17年２月期 117,962 △16.4 △1,219 － △1,157 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 円 ％ ％ ％

18年２月期 △387 － △690 － △0.6 2.2 1.8

17年２月期 △758 － △1,329 － △1.2 △1.2 △1.0

（注）①持分法投資損益 18年２月期 △872百万円 17年２月期 △506百万円

②期中平均株式数（連結） 18年２月期 621,776株 17年２月期 570,488株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円

18年２月期 98,124 69,024 70.3 109,446

17年２月期 97,522 65,000 66.7 108,567

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月期 630,322.8株 17年２月期 598,710.8株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 5,139 △3,904 △799 26,018

17年２月期 △1,991 △4,058 7,876 25,542

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 15社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 63,400 1,100 400

通　期 135,100 5,300 2,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3,424 円

※　上記数値予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、様々な要因によっ

て上記予想と大きく異なる可能性があります。

上記業績予想に関連する事項につきましては添付資料の４ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社及び連結子会社15社、持分法適用関連会社２社等で構成され、牛丼のファーストフード店「吉

野家」を主軸に和風ファーストフード店、回転寿司店等の外食事業を主な内容とし、事業を展開しております。

　当グループの主な事業内容及びその位置付けは次のとおりであります。

事業区分 主要な商品等の名称 主要な会社

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タ

レ等の食材並びに弁当箱等の包材及び備品

当社

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家

㈱北海道吉野家

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブノースアメリカ・

インク

ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家（股）

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司
㈱京樽

㈱関山

スナック関連事業

たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体と

した各種和風ファーストフード、和菓子の製造・

販売

㈱ピータパンコモコ

㈱新杵

その他飲食事業
カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配、さ

ぬきうどんの店頭販売

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱はなまる

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸他
㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

※５ 伊藤忠フレッシュ㈱ 
※５ 伊藤忠商事㈱ 

（北 米） 
※１ヨシノヤアメリカ・インク 
※１ヨシノヤウエスト・インク 
※１ヨシノヤフランチャイズ 

オブノースアメリカ・インク 
※１ヨシノヤニューヨーク・インク 
（台湾） 
※１台湾吉野家（股） 
（中国） 
※３上海吉野家快餐(有) 
※４深セン吉野家快餐(有) 

ロイヤリティ 

一 般 顧 客 

牛 丼 関 連 事 業 

※１㈱沖縄吉野家 
※１㈱九州吉野家 
※２㈱北海道吉野家 

※１㈱ＭＲサービス 

※１㈱コンスタンツ 
※３子会社３社 

そ の 他 の 事 業 

商 品 

ロイヤリティ 

不動産の賃貸借等 

不動産の賃貸借等 

※１㈱京樽 
※１㈱関山 

寿 司 関 連 事 業 

施設設備工事等 

そ    の    他 

※１㈱ピーターパンコモコ 

※１㈱新杵 
 

ス ナ ッ ク 関 連 事 業 

商 品 

商 品 

※１㈱ポット･アンド･ポット 
※１㈱上海エクスプレス 
※３㈱石焼ビビンパ 
※２㈱はなまる 
※４関連会社１社 

そ の 他 飲 食 事 業 

当 
 
  
  

  
  
  
  

  
  
  

社 

※１連結子会社 
※２持分法適用関連会社 
※３非連結子会社 
※４関連会社で持分法非適用会社 
※５その他の関係会社 
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、「社会との共生を積極的に図り、食に関するビジネスを通して豊かな人間社会の創造に貢献する」

ことを使命とし、成熟した消費行動を背景とした顧客ニーズの変化・多様化に迅速かつ主体的に対応してまいります。

　また、株主視点の経営を実践してゆくことが重要であると考えており、今後とも事業の成長と進化の具現化、あく

なきローコスト化・効率化の実践に立って経営基盤の更なる強化を図り、利益体質化成長企業として企業価値を向上

させてまいります。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、常に企業価値を向上させることによって、株主利益を増大させることを目指しております。従い

まして株主の皆様への利益還元のため、株主資本利益率（ROE）の向上、一株当り利益高（EPS）の増大が重要な課題

であると考えております。

　配当につきましては、業績の進展状況に応じて利益還元を行なうことを基本方針としております。

　なお、内部留保金の活用につきましては、当面高収益な事業投資やM＆A等、将来にわたって株主利益を増大させる

ための投資を優先してまいりたいと考えております。

３．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループといたしましては、積極的な店舗展開や大胆な業務改革による経営構造の見直し、M＆Aなどを推進し、

一層の利益体質化を追求するとともに、グループ企業価値の増大に努めてまいります。

　中長期経営戦略の具体的計画といたしましては、1997年を初年度とした10年にわたる長期経営計画『YDC21』に沿っ

て、吉野家事業の更なる拡充と活性化、新規事業の早期育成と拡大、米国・アジアを中心とした海外事業の拡大展開

を主軸とした経営課題を着実に進めてまいります。

４．会社の対処すべき課題

　経済環境は、雇用、設備、債務の「３つの過剰」の解消により企業業績は改善に向かい、それに牽引される形で個

人消費も改善の方向へ向かいつつあります。また、需給バランス、金融機関の業績改善などを受け、デフレ要因は弱

まりつつあります。しかしながら、消費者物価は公共料金の引き下げなどにより下落が継続しており、デフレが完全

に終息したという状況にはございません。また、外食産業におきましても、業態を超えた競争が一層熾烈化し、お客

様の価値に対する選別の目も一段と厳しさを増しております。

　このような状況の中、当社グループは「お客様最優先の思想」に基づき、品質やサービスの向上に努め、顧客の信

頼感・サービスへの満足度を一層高めてまいります。

　その上で、グループ経営によるシナジー効果を充分意識し、戦略成果を踏まえた、経営資源の重点的かつ効果的な

配分を実施し、更なる業績の向上に努めてまいりたいと考えております。

５．会社の経営管理組織の整備等（コーポレート・ガバナンスの充実）に関する施策

　経済構造そのものが激しく変化しつつある経営環境の中で、スピーディーな意思決定と業務執行が行われるべく、

取締役会の活性化を図るとともに、決裁権限の委譲を進めるために決裁規程の改定を随時行なっております。また、

全社員の行動規範の羅針盤として『企業行動規範』を作成し、企業倫理の徹底を図っております。

　一方、コーポレート・ガバナンスの視点では誰にも理解しやすい経営を行なうべく、出来る限りの情報開示（決算

説明会、国内外でのIR活動、ホームページによる情報公開、株主通信等）をするとともに開かれた株主総会を通して、

公正で透明性のある経営を実践してまいります。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）業績全般の概況

　当連結会計年度における我が国の経済は、設備投資の増加や基準地価の上昇、有効求人倍率の回復などの景況指

数が順調に伸張する中、企業業績の回復が個人消費の改善をもたらし、景気全般としては堅調に推移いたしました。

しかしながら、定率減税の縮減や年金保険料の負担増が家計を圧迫する可能性や、原油の相場高騰による企業業績

悪化の懸念など先行きの不透明感は未だ残っております。

　外食業界におきましても、マーケット規模の縮小に加え、店舗数過剰による競争の熾烈化により、既存店舗売上

高の低迷が長期化し、依然として厳しい状況が続いております。

　当社グループを始めとした、牛肉を主力原材料とする外食企業に多大な影響を及ぼした米国産牛肉の輸入禁止措

置は平成17年12月にいったん解除されたものの、その直後に米国の１パッカーのコンプライアンス違反により再び

輸入禁止となり、未だ再開の目途がついておりません。

　この様に当社グループを取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続いておりますが、当社グループでは更なる事業

の拡大を図ると共に、一層のローコスト経営に取り組み、経営構造の変革に努めてまいりました。

　特に、主力事業であります「吉野家」につきましては、「新・定番」とした４商品の継続的な改良に加え、「牛

焼肉定食」「豚生姜焼定食」などの定食商品の導入や、セールスプロモーションを積極的に実施して業績の回復を

図ってまいりました。

　その結果、当連結会計期間における連結売上高は1,223億86百万円、前年同期比3.8％の増収となりました。利益

面につきましては、営業利益は26億95百万円（前年同期営業損失12億19百万円）、経常利益は21億81百万円（前年

同期経常損失11億57百万円）、当期純損失は３億87百万円（前年同期当期純損失７億58百万円）となりました。

(2）セグメント別の状況

①　牛丼関連事業

　当社グループの主力事業であります「吉野家」は、海外を含め新たに36店舗を出店する一方、不振店を46店舗

閉鎖し、当連結会計年度末での店舗数は1,254店舗となりました。

　国内の「吉野家」につきましては、新たに20店舗を出店する一方、不振店を25店舗閉鎖した結果、総店舗数は

1,001店舗となりました。売上につきましては、６月に新たに「牛焼肉定食」「豚生姜焼定食」の２商品を定食メ

ニューとして定番に加えました。また10月には「豚丼」を「新味豚丼」に、11月には「牛鉄鍋膳」を「牛すき鍋」

に改良するなど定番メニューの味の改善を継続的に行ってまいりました。更に、売上高向上のためのセールスプ

ロモーションを積極的に実施してまいりました結果、客単価は上昇し、増収となりました。一方、前期よりの継

続課題として、仕入原価の低減、経費の更なる見直しなど利益構造の改善に取り組んでまいりました結果、増益

となりました。

　海外の「吉野家」につきましては、ヨシノヤアメリカ・インクが、新たに２店舗を米国西海岸に出店する一方、

不振店を５店舗閉鎖した結果、総店舗数は83店舗となりました。売上につきましては、QSCの改善と、効果的な

セールスプロモーションの実施により既存店売上が前期を上回り増収となりました。また、不振店を５店舗閉鎖

した効果も加わり、増益を達成することができました。台湾吉野家(股)につきましては、不振店７店舗を閉鎖し、

総店舗数が41店舗となりましたが、６月より牛丼販売を再開した事に加え、改装店舗が好調に推移したことによ

り増収となりました。また、利益につきましては、経費構造の抜本的な見直しと共に、不振店７店舗の閉鎖の効

果により増益となりました。

　以上の結果、牛丼関連事業全体の売上高は763億71百万円、前年同期比5.7％の増加、営業利益は21億13百万円

（前年同期営業損失13億67百万円）となりました。

②　寿司関連事業

　寿司関連事業の㈱京樽は、新たに11店舗を出店する一方、不振店を17店舗閉鎖した結果、総店舗数は419店舗と

なりました。併せて店舗活性化を図るために立地特性に応じた業態転換を６店舗行いました。テイクアウト事業

におきましては、新規キャンペーンの実施、「ハレの日」や、旬の素材を使用した「季節毎のフェア」等のセー

ルスプロモーションの強化により既存店の客数前期比が３年連続で増加いたしました。また、出店を加速するた

めにロール鮨系、上方鮨の新コンセプト店等の新業態を含む７店舗を出店しましたが、不振店の閉鎖により総店

舗数が前期を８店舗下回りました結果、売上は前期を僅かに下回りました。また、イートイン事業におきまして

は、各業態の特徴に合わせた「季節フェア」の実施と、提供時間の短縮をメインテーマにQSCの改善に取り組んだ

結果、既存店売上は改善傾向にありますと共に、新店４店の出店も貢献し、売上が前期を上回りました。その結

果、平成３年以来14年振りの増収増益となり、前期までの課題としていた「コスト構造の変革」から「成長」へ

の経営テーマの転換の年として、好スタートをきりました。また９月には、更生法適用以来の念願であったJASDAQ

証券取引所への上場も果たすことができました。　

－ 4 －



　以上の結果、寿司関連事業の売上高は327億52百万円、前年同期比0.1％の増加、営業利益は7億2百万円、前年

同期比34.1％の増加となりました。

③　スナック関連事業

　スナック関連事業の主力である ㈱ピーターパンコモコは、出店店舗を厳選し新たに17店舗を出店する一方、不

振店や出店先の都合により29店舗を閉鎖したことにより、総店舗数が287店舗となりました。また、ブランドイ

メージの再構築を目指し、店舗オペレーションやサービスレベルの向上を図ると共に、新商品の導入や携帯スト

ラップ・キャンペーン等のセールスプロモーションを毎月実施し、既存業態の活性化を進めることにより既存店

売上の落ち込みに歯止めがかけられました。更に、新業態の開発として、炒飯専門業態である「グリルチャーファ

ン」や焼物専門業態である「やきやきや」を開発し業態の拡充を図りました。しかしながら、店舗数が前期末よ

り12店舗減少したこともあり、減収減益となりました。和菓子製造販売の㈱新杵は、実演販売の積極的実施や季

節商品の充実により増収となり、工場の生産性向上や経費構造の改善が進み、増益となりました。

　以上の結果、スナック関連事業の売上高は92億21百万円、前年同期比2.5％の減少、営業利益は２億44百万円と

前年同期比14.0％の減少となりました。

④　その他飲食事業

　その他飲食事業の㈱上海エクスプレスは、新たに２店舗出店する一方で、不振店を１店舗閉鎖したことにより

総店舗数は28店舗となりました。またメニュー内容の充実と品質向上を図り、継続的なセールスプロモーション

を実施したことにより既存店売上が前期を上回り増収となると共に、店舗生産性が向上したことにより増益とな

りました。「おかずの華」は、不振店を1店舗閉鎖したことにより減収となりましたが、カミサリーの活用による

原価の低減が進捗し増益となりました。㈱ポット・アンド・ポットは、「カレーうどん千吉」への業態転換を２

店舗実施する一方で、カレー専門店「POT&POT」を1店舗閉鎖した結果減収となりましたが、店舗経費構造の改善

や本部費の削減により、増益となり黒字へと転換いたしました。

　以上の結果、その他飲食事業の売上高は26億56百万円、前年同期比0.8％の減少、営業損失は１億22百万円（前

年同期営業損失３億24百万円）となりました。

⑤　その他の事業

　その他の事業の主力である㈱ＭＲサービスは、牛丼関連事業の新規出店の抑制と改装店舗の減少の影響はあり

ましたが、新規外部顧客の拡大が好調に推移したことにより増収となりました。しかしながら、収益性の高い牛

丼関連事業の減少の影響を受け減益となりました。

　以上の結果、売上高が29億13百万円、前年同期比9.3％の増加、営業損失が１億52百万円（前年同期営業損失１

億50百万円）となりました。

(3）次期の見通し

　外食業界は引き続きマーケットの規模縮小が進む中、コンビニエンスストアーなどとの業種を超えた競争の激化

や、大手外食企業によるＭ＆Ａの活発化などにより、大きな変革期を迎えております。外食各社にとって、消費者

ニーズを捉えた施策による成長力の持続や、効率の高い経営体質への変革が、今後の企業経営の重要な課題となっ

ております。また「食の安全」の確保、品質管理の徹底、環境問題への対応等、企業の社会的責任が一層高まって

きております。

　この様な環境の中、当社グループは「お客様最優先の思想」に基づき確固たる信念のもと、飽くなき品質の改善

やサービスの向上に努め、お客様の信頼と満足を高めてまいります。

　特に、当社グループの主力事業であります「吉野家」におきましては、米国産牛肉の輸入再開の時期が未だ不透

明な中、現行商品の「お値打ち感」を一層高めていくと共に、更なる新商品の開発も引き続き進めてまいります。

また、米国産牛肉の輸入全面再開に向けた商品構成やそれに沿った新しい店舗形態の開発にも、積極的に取り組ん

でまいります。

　その他の事業におきましても、新規店舗の出店を積極的に進め、新商品や新フォーマットの開発を促進すると共

に、利益面でも一層のコスト低減や効率化に取り組み、更なる業績の向上を目指してまいります。

　なお、以前より積極的に推進してまいりました環境問題への取り組みに対しましては、「吉野家」で平成12年に

取得いたしました環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」を、更に進化させ「豊かな人間社会の

創造への貢献」を掲げた経営理念に沿った環境保全活動を、全社一丸となって推進してまいります。

　外食マーケットにおける競争の激化や、米国産牛肉の輸入再開の不透明感等、当社グループを取り巻く環境は未

だ厳しい状況にありますが、今後も様々な施策に取り組み、更なる企業価値の拡大に努めてまいります。

　通期の業績につきましては、売上高1,351億円、前年同期比20.2％の増加、経常利益53億円、前年同期比143.0％

の増加、当期純利益22億円（前年同期当期純損失３億87百万円）と増収増益を見込んでおります。
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２．財政状態

　当連結会計年度末の財政状態につきましては、総資産981億24百万円（前年同期比6億百万円増加）、負債の部合計

　　241億23百万円（前年同期比49億38百万円減少）となり、資本の部合計は690億24百万円（前年同期比40億24百万

円増加）となりました。

　また、連結キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。

　当連結会計年度における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期中の増加額４億75百万円、となり、期末残高

は期首残高より４億75百万円増加し、260億18百万円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加による減少（18億42百万円）

などの減少要因があった一方で、税金等調整前当期純利益（10億57百万円）、減価償却費（33億18百万円）などに

より、51億39百万円となりました。前連結会計年度と比べて71億30百万円増加となりましたが、これは主に、前期

の営業損失（12億19百万円）が改善し、営業利益（26億95百万円）を計上したことによるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、長期性預金の払出しによる収入（10億円）及び

関係会社株式の売却による収入（６億54百万円）などの増加要因があった一方で、有形・無形固定資産の取得によ

る支出（30億１百万円）、関係会社株式の取得による支出（20億76百万円）及び投資有価証券の取得による支出

（10億円）などにより、39億４百万円の減少となりました。この結果、前連結会計年度と比べて１億53百万円増加

となりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、㈱京樽株式の公開による少数株主からの払込に

よる収入（13億53百万円）などの増加要因があった一方で、配当金の支払（10億11百万円）及び借入金の返済によ

る支出（12億34百万円）の減少要因があったことなどにより、７億99百万円の減少となりました。前連結会計年度

と比べて86億76百万円減少となりましたが、これは主に、前期に新株予約権付社債発行による収入の増加（100億

円）があったことによるものであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりです。

 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期

株主資本比率 65.9％ 64.3％ 66.7％ 70.3％

時価ベースの株主資本比率 96.7％ 94.3％ 106.2％ 119.5％

債務償還年数 － 0.5年 － 1.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 93.5倍 － 36.1

※株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

　（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。

４．平成15年２月期および平成17年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスとなったため算出しておりません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度
平成17年２月28日

当連結会計年度
平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※３  25,808   26,264  456

２　受取手形及び売掛金   3,473   3,511  37

３　有価証券   19   －  △19

４　たな卸資産   2,853   4,732  1,878

５　繰延税金資産   843   788  △55

６　その他   1,456   1,251  △205

貸倒引当金   △36   △16  19

流動資産合計   34,419 35.3  36,530 37.2 2,111

Ⅱ　固定資産         

(1)有形固定資産         

１　建物及び構築物 ※３  15,787   15,743  △44

２　機械装置及び運搬具   845   849  4

３　工具、器具及び備品   2,196   1,840  △355

４　土地 ※３  9,625   9,805  180

５　建設仮勘定   218   346  127

有形固定資産合計   28,673 29.4  28,586 29.2 △87

(2)無形固定資産         

１　連結調整勘定   －   725  725

２　その他   2,339   2,327  △12

無形固定資産合計   2,339 2.4  3,053 3.1 713
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前連結会計年度
平成17年２月28日

当連結会計年度
平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   2,967   3,532  564

２　関係会社株式   4,789   2,856  △1,932

３　長期貸付金   1,246   1,108  △138

４　長期前払費用   2,684   2,735  50

５　差入保証金 ※３  12,766   13,130  363

６　投資不動産 ※３  3,181   2,701  △480

７　繰延税金資産   1,449   1,453  4

８　その他 ※１  3,572   2,765  △807

貸倒引当金   △458   △327  130

投資損失引当金   △110   －  110

投資その他の資産合計   32,090 32.9  29,954 30.5 △2,136

固定資産合計   63,103 64.7  61,593 62.8 △1,510

資産合計   97,522 100.0  98,124 100.0 601

         

－ 8 －



  
前連結会計年度
平成17年２月28日

当連結会計年度
平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   3,957   4,337  380

２　短期借入金   2,916   2,578  △337

３　未払法人税等   294   1,046  751

４　賞与引当金   972   1,115  143

５　その他 ※３  5,727   5,898  171

流動負債合計   13,867 14.2  14,976 15.3 1,108

Ⅱ　固定負債         

１　新株予約権付社債   5,000   －  △5,000

２　長期借入金   4,178   3,331  △847

３　退職給付引当金   2,998   2,819  △179

４　役員退職慰労引当金   578   654  75

５　その他 ※３  2,438   2,342  △96

固定負債合計   15,194 15.6  9,147 9.3 △6,047

負債合計   29,062 29.8  24,123 24.6 △4,938

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   3,460 3.5  4,975 5.1 1,515

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  10,265 10.6  10,265 10.4 －

Ⅱ　資本剰余金   11,139 11.4  11,139 11.3 －

Ⅲ　利益剰余金   57,237 58.7  54,904 55.9 △2,332

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △285 △0.3  △212 △0.2 73

Ⅴ　為替換算調整勘定   △1,157 △1.2  △928 △0.9 229

Ⅵ　自己株式 ※６  △12,199 △12.5  △6,144 △6.2 6,054

資本合計   65,000 66.7  69,024 70.3 4,024

負債、少数株主持分及び
資本合計

  97,522 100.0  98,124 100.0 601

         

－ 9 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   117,962 100.0  122,386 100.0 4,424

Ⅱ　売上原価   47,462 40.2  46,402 37.9 △1,059

売上総利益   70,499 59.8  75,983 62.1 5,484

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  71,718 60.8  73,287 59.9 1,569

営業利益又は営業損失
(△)

  △1,219 △1.0  2,695 2.2 3,915

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  51   47   △3

２　受取配当金  25   12   △12

３　投資有価証券売却益  19   －   △19

４　賃貸収入  589   550   △38

５　物流収入  49   54   4

６　受取手数料  125   117   △8

７　為替差益  10   14   3

８　雑収入  415 1,287 1.1 235 1,031 0.8 △179

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  140   129   △10

２　投資有価証券売却損  11   －   △11

３　投資有価証券評価損  －   31   31

４　たな卸資産評価損  40   7   △32

５　賃貸費用  445   407   △38

６　持分法による投資損失  506   872   366

７　雑損失  81 1,225 1.1 95 1,545 1.2 14

経常利益又は経常損失
(△)

  △1,157 △1.0  2,181 1.8 3,339
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前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ －   33   33

２　投資有価証券売却益  1,419   －   △1,419

３　関係会社株式売却益  49   123   74

４　新株引受権戻入益  18   25   6

５　貸倒引当金戻入益  30   135   105

６　評定済資産戻入益  110   142   31

７　厚生年金基金代行返上
益

 5,337 6,966 5.9 － 461 0.4 △5,337

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除売却損 ※３ 714   425   289

２　固定資産評価損 ※４ 137   －   △137

３　減損損失 ※５ 2,732   235   △2,497

４　投資有価証券売却損  3   －   △3

５　関係会社株式売却損  －   577   577

６　投資有価証券評価損  －   5   5

７　関係会社株式評価損  －   4   4

８　関係会社出資金評価損  －   29   29

９　契約解約損  24   29   5

10　投資損失引当金繰入額  110   －   △110

11　たな卸資産廃棄損  －   91   91

12　訴訟和解金 ※６ 388   27   △361

13　持分変動損失  －   158   158

14　過年度損益修正損  258 4,370 3.7 － 1,585 1.3 △258

税金等調整前当期純利益   1,438 1.2  1,057 0.9 △380

法人税、住民税及び事業
税

 469   1,114   645

法人税等調整額  △151 317 0.2 76 1,190 1.0 228

少数株主利益   1,879 1.6  254 0.2 △1,624

当期純損失   758 △0.6  387 △0.3 370
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   11,139  11,139  

Ⅱ　資本剰余金期末残高   11,139  11,139 －

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   61,099  57,237 △3,861

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１　当期純利益  － － － －  

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１　当期純損失  758  387  370

２　配当金  1,812  982  △829

３　役員賞与  93  －  △93

４　自己株式処分差損  1,178  962  △215

５　連結子会社増加による
減少高

 18 3,861 － 2,332 △18

Ⅳ　利益剰余金期末残高   57,237  54,904 △2,332
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  1,438 1,057 △380

減価償却費  3,550 3,318 △232

連結調整勘定償却額  88 159 70

持分変動損失  － 158 158

貸倒引当金の増減(△)額  54 △150 △205

賞与引当金の増減(△)額  △21 130 151

退職給付引当金の増減(△)額  △507 △180 326

役員退職慰労引当金の増減(△)額  △42 75 117

受取利息及び受取配当金  △76 △60 16

支払利息  140 129 △10

持分法による投資損益(△)  506 872 366

投資有価証券売却損益(△)  △1,424 － 1,424

投資有価証券評価損  － 5 5

関係会社株式売却損益(△)  △49 453 502

関係会社株式評価損  － 4 4

固定資産除売却損益  714 391 △323

固定資産評価損  137 － △137

減損損失  2,732 235 △2,497

厚生年金基金代行返上益  △5,337 － 5,337

売上債権の増(△)減額  402 △34 △437

たな卸資産の増(△)減額  △400 △1,842 △1,441

仕入債務の増減(△)額  △1,001 359 1,360

未収入金の増(△)減額  △87 △6 80

役員賞与の支払額  △93 － 93

その他の資産・負債の増減(△)額  176 505 328

　小計  900 5,582 4,681
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前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

利息及び配当金の受取額  76 59 △16

利息の支払額  △142 △135 6

法人税等の支払額  △2,825 △366 2,458

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,991 5,139 7,130

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入れによる支出  △97 △55 42

定期預金の払戻しによる収入  110 93 △17

抵当証券の取得による支出  △1,000 － 1,000

抵当証券の売却による収入  3,000 － △3,000

有形固定資産の取得による支出  △2,992 △2,666 325

有形固定資産の売却による収入  44 9 △35

無形固定資産の取得による支出  △206 △335 △128

固定資産撤去による支出  △139 △70 68

投資有価証券の取得による支出  △37 △1,000 △963

投資有価証券の売却による収入  3,221 123 △3,097

投資有価証券の償還による収入  － 400 400

差入保証金の差入による支出  △471 △499 △27

差入保証金の回収による収入  860 414 △446

貸付による支出  △773 △103 669

貸付金の回収による収入  193 340 146

投資不動産の売却による収入  117 369 251

関係会社株式取得による支出  △3,711 △2,076 1,635

関係会社株式売却による収入  55 654 599

出資による支出  △31 △500 △468

長期性預金の預入れによる支出  △2,200 － 2,200

長期性預金の払戻しによる収入  － 1,000 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,058 △3,904 153
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前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減(△)額  539 △383 △923

長期借入金の返済による支出  △857 △850 6

自己株式の売却による収入  － 92 92

少数株主からの払込による収入  － 1,353 1,353

新株予約権付社債発行による収入  10,000 － △10,000

配当金の支払額  △1,805 △1,011 794

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,876 △799 △8,676

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 40 40

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減(△)額  1,826 475 △1,351

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

 80 － △80

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高  23,635 25,542 1,907

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 25,542 26,018 475
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１　連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　　　　　14社

連結子会社名

ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブノースア

メリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家(股)

㈱沖縄吉野家

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山

㈱新杵

なお、㈱関山及び㈱新杵については、

当連結会計年度において、重要性が増

加したため連結の範囲に含めることと

いたしました。

(1)連結子会社の数　　　　　　　15社

連結子会社名

ヨシノヤアメリカ・インク

ヨシノヤウエスト・インク

ヨシノヤフランチャイズオブノースア

メリカ・インク

ヨシノヤニューヨーク・インク

台湾吉野家(股)

㈱沖縄吉野家

㈱九州吉野家

㈱京樽

㈱ピーターパンコモコ

㈱ポット・アンド・ポット

㈱上海エクスプレス

㈱ＭＲサービス

㈱コンスタンツ

㈱関山

㈱新杵

なお、㈱九州吉野家については、当連

結会計年度において、設立したため連

結の範囲に含めることといたしました。

 (2)主要な非連結子会社名

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

(2)主要な非連結子会社名

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社の合計の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等は、いず

れも少額であり、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、連結の

範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

　　　　　　同左

２　持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社の数　　２社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

㈱はなまる

なお、㈱はなまるについては、平成16

年６月１日に新たに株式を取得したた

め、当連結会計年度より持分法を適用

することといたしました。

(1)持分法適用の関連会社の数　　２社

持分法適用会社名

㈱北海道吉野家

㈱はなまる
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項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

 (2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名称

(2)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名称

 上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

上海吉野家快餐(有)

㈱石焼ビビンパ

 （持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外して

おります。

（持分法を適用しない理由）

　　　　　　同左

 (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社

の事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。

(3)　　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度に

関する事項

連結子会社である㈱ポット・アンド・ポッ

ト、㈱コンスタンツの決算日は、11月30日

であり、㈱京樽、㈱上海エクスプレス、㈱

関山、㈱新杵、在外連結子会社の決算日

は12月31日であります。連結財務諸表の作

成に当っては、同日現在の財務諸表を使用

しております。

なお、連結決算日との間に重要な取引が生

じた場合には、連結上必要な調整を行って

おります。

連結子会社である㈱ポット・アンド・ポッ

ト、㈱コンスタンツの決算日は、11月30日

であり、㈱九州吉野家、㈱京樽、㈱上海エ

クスプレス、㈱関山、㈱新杵、在外連結子

会社の決算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成に当っては、同日現在の財

務諸表を使用しております。

なお、連結決算日との間に重要な取引が生

じた場合には、連結上必要な調整を行って

おります。

４　会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

 満期保有目的債券

償却原価法

満期保有目的債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左
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項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

 ②たな卸資産

国内連結会社は主として市場性ある肉

については総平均法による低価法、そ

れ以外については総平均法による原価

法を採用しておりますが、貯蔵品につ

いては最終仕入原価法を採用しており

ます。

なお、在外連結子会社は、移動平均法

による低価法を採用しております。

②たな卸資産

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産及び投資不動産

定率法

但し、平成10年４月１日以降取得の建

物については定額法を採用しておりま

す。

①有形固定資産及び投資不動産

同左

 主な耐用年数

建物及び構築物　　　８年～50年

機械装置及び運搬具　７年～13年

工具、器具及び備品　５年～６年

 

 ②無形固定資産

定額法

但し、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

なお、在外連結子会社は定額法によって

おります。

②無形固定資産

同左

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収の可能性を検討し回収不能

見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

  

②投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、その資産内容等を検討し計上

しております。

 

②投資損失引当金 

─────

 ③賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備える為、

支給見込額に基づき計上しております。

③賞与引当金

同左
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項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

 ④退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。数理計算上の差異は、

その発生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年～10年）による定額

法により発生時の翌連結会計年度より

費用処理しております。過去勤務債務

は、その発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法

により発生時より費用処理しておりま

す。

（追加情報）

連結子会社㈱京樽は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年金基金の代

行部分について、平成16年７月1日に

厚生労働大臣から過去分返上の認可を

受けました。

当連結会計年度における損益に与えて

いる影響額は、厚生年金基金代行返上

益（特別利益）として53億37百万円で

あります。

④退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。数理計算上の差異は、

その発生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年～10年）による定額

法により発生時の翌連結会計年度より

費用処理しております。過去勤務債務

は、その発生時の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法

により発生時より費用処理しておりま

す。

 

 

 ⑤役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

但し、在外連結子会社は、役員退職慰

労金制度を有しないため計上しており

ません。

⑤役員退職慰労引当金

同左

 (4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左
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項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

 (5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

但し、在外連結子会社は、所在地国の

会計基準に従った処理を行っておりま

す。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理要

件を満たしておりますので特例処理を

採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金変動金利

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

金利変動によるリスクを回避するため、

金利スワップを行っております。

③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジの有効性の評価方法

ヘッジ有効性の評価は、原則として

ヘッジ開始時から有効性評価時点まで

の期間において、ヘッジ対象の相場変

動またはキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動または

キャッシュ・フロー変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。

④ヘッジの有効性の評価方法

同左

 (7）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は税抜方式に

よっております。

(7）消費税等の会計処理方法

 同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は全

面時価評価法によっております。

同左
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項　　目
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間で

均等償却しておりますが、金額が僅少な場

合は発生年度に全額償却しております。

同左

７　利益処分項目等の取扱に

関する事項

連結剰余金計算書における利益処分は、連

結会計年度中に確定した利益処分に基づい

て作成しております。

同左

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

（固定資産の減損に係る会計基準）

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年10月31日）

が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係る財務諸

表から適用できる事になったことに伴い、当連結会計年度

から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これ

による税金等調整前当期純利益に与える影響額は、27億32

百万円であります。

なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接

控除しております。

 

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
平成17年２月28日

当連結会計年度
平成18年２月28日

※１　非連結子会社及び関連会社に係るもの ※１　非連結子会社及び関連会社に係るもの

　科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対
するものは次のとおりであります。

　科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対
するものは次のとおりであります。

その他の投資その他の資産(出資金) 502百万円 その他の投資その他の資産(出資金)    361百万円

　２　偶発債務 　２　偶発債務

　次のとおり債務の保証をしております。 　次のとおり債務の保証をしております。

被保証先 保証内容 金額（百万円）

ＦＣ加盟者(５社) 金融機関借入 78

ＦＣ加盟者(４社) 〃
115

(1,066千USドル)

㈱北海道吉野家 〃 47

㈱石焼ビビンパ 〃 88

ＦＣ加盟者(80社) 仕入債務 10

計 － 340

被保証先 保証内容 金額（百万円）

ＦＣ加盟者(５社) 金融機関借入  57

ＦＣ加盟者(４社) 〃
 113

  (958千USドル)

㈱北海道吉野家 〃  35

㈱石焼ビビンパ 〃  111

ＦＣ加盟者(67社) 仕入債務  10

計 － 327

※３　担保資産及び担保付債務 ※３　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産の額（簿価） 担保に供している資産の額（簿価）

土地 2,189百万円
建物 662
定期預金 31
差入保証金 21
投資不動産 163

　計 3,068

土地      2,189百万円
建物  629
定期預金  36
差入保証金  15
投資不動産  161

　計      3,033

上記に対応する債務 上記に対応する債務

未払金 41百万円
長期未払金 1,493

未払金   58百万円
長期未払金      1,434

　４　連結子会社ヨシノヤアメリカ・インクにおいては、
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コ
ミットメント契約を締結しております。この契約に基
づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり
であります。

　４　連結子会社ヨシノヤアメリカ・インクにおいては、
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コ
ミットメント契約を締結しております。この契約に基
づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり
であります。

借入コミットメントの総額 1,146百万円
借入実行残高 604

　差引額 541

借入コミットメントの総額     1,298百万円
借入実行残高 696

　差引額 　　　602 

※５　発行済株式の種類及び総数 ※５　発行済株式の種類及び総数

普通株式 662,405株 普通株式 662,405株

※６　自己株式の種類及び数 ※６　自己株式の種類及び数

普通株式 63,694.2株 普通株式 32,082.2株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※１　主要な費用及び金額は、次のとおりであります。 ※１　主要な費用及び金額は、次のとおりであります。
広告宣伝費 2,824百万円
役員報酬 385
給料手当 9,979
賞与引当金繰入額 941
退職給付費用 808
役員退職慰労引当金繰入額 109
パート費 20,927
地代家賃 11,524
水道光熱費 3,791
減価償却費 3,182
連結調整勘定償却額 88

広告宣伝費      2,375百万円
役員報酬  413
給料手当    11,279
賞与引当金繰入額  1,081
退職給付費用  703
役員退職慰労引当金繰入額  82
パート費 20,824
地代家賃 11,149
水道光熱費      4,017
減価償却費      2,977
連結調整勘定償却額  159

※２　　　　　　　　─────── ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
　　　　　　　

 
投資不動産    31百万円
その他  1

　計 33
※３　固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 396百万円
機械装置及び運搬具 6
工具、器具及び備品 74
投資不動産 55
撤去費用他 180

　計 714

建物及び構築物    267百万円
機械装置及び運搬具  7
工具、器具及び備品  36
撤去費用他 113

　計 425

※４　固定資産評価損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　        　      ───────
電話加入権 137百万円

※５　減損損失の内訳は、次のとおりであります。
場所 用途 種類 減損損失

当社
店舗

建物、土地
等

1,264

(東京都千代田区他)
賃貸資産

建物、借地
権等

666

㈱京樽
店舗等

建物、土地
等

338

(東京都中央区他)
賃貸資産

投資不動産
(土地等)

335

㈱ピーターパンコモコ
(東京都渋谷区他)

店舗 建物等 18

㈱新杵
(東京都中央区他)

店舗
工具、器具
及び備品等

1

㈱上海エクスプレス
(東京都中野区他)

店舗等
建物、営業
権等

107

計 2,732
　当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す
最小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグルーピン
グを行っております。営業損失が継続している店舗及び、
帳簿価額に対し時価が著しく下落している店舗等の帳簿価
額を回収可能額まで減額しております。
　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と
使用価値を比較して、主として使用価値により測定してお
ります。正味売却価額は、主に不動産鑑定基準に基づく鑑
定評価額などに合理的な調整を行って算出した金額を使用
しております。使用価値の算出にあたっては、将来キャッ
シュ・フローを3.00％～7.87％で割引いて算出しておりま
す。

※５　減損損失の内訳は、次のとおりであります。
場所 用途 種類 減損損失

当社
店舗

建物、土地
等

103
(東京都新宿区他)

㈱京樽
店舗等

建物、土地
等

48

(東京都中央区他)
賃貸資産

投資不動産
(土地等)

76

㈱ピーターパンコモコ
(佐賀県佐賀市他)

店舗 建物等 6

㈱新杵
(東京都中央区他)

店舗
工具、器具
及び備品等

0

計 235
　当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す
最小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグルーピン
グを行っております。営業損失が継続している店舗及び、
帳簿価額に対し時価が著しく下落している店舗等の帳簿価
額を回収可能額まで減額しております。
　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と
使用価値を比較して、主として使用価値により測定してお
ります。正味売却価額は、主に不動産鑑定基準に基づく鑑
定評価額などに合理的な調整を行って算出した金額を使用
しております。使用価値の算出にあたっては、将来キャッ
シュ・フローを3.00％～6.78％で割引いて算出しておりま
す。

※６　米国子会社における雇用に関する係争の和解金であ
ります。

※６　米国子会社における雇用に関する係争の和解金であ
ります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 25,808百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△265

 

現金及び現金同等物 25,542 

現金及び預金勘定 26,264百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△246

 

現金及び現金同等物 26,018 

　２　重要な非資金取引の内容 　２　重要な非資金取引の内容

新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

新株予約権の行使による自己株式

の減少額
6,178百万円

自己株式処分差損 △1,178 

新株予約権の行使による新株予約

権付社債の減少額
5,000

 

新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

新株予約権の行使による自己株式

の減少額
5,966百万円

自己株式処分差損 △966 

新株予約権の行使による新株予約

権付社債の減少額
5,000
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①　リース取引

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンスリース取引

借主側

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンスリース取引

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
機械装置及
び運搬具  

工具、器具
及び備品  合計

 百万円 百万円 百万円
取得価額相当
額

105 2,170 2,276

減価償却累計
額相当額

69 1,285 1,354

減損損失累計
額相当額

－ 16 16

期末残高相当
額

36 868 904

 
機械装置及
び運搬具  

工具、器具
及び備品  合計

 百万円 百万円 百万円
取得価額相当
額

114 1,570 1,685

減価償却累計
額相当額

83 1,076 1,160

減損損失累計
額相当額

－ 10 10

期末残高相当
額

31 483 514

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 428百万円

１年超 475

　合計 904

リース資産減損勘定の残高 16

１年以内    298百万円

１年超 216

　合計 514

リース資産減損勘定の残高 10

なお、未経過リース料期末残高相当額は有形固定資産

の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 551百万円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 551

減損損失 16

支払リース料    441百万円

リース資産減損勘定の取崩額 9

減価償却費相当額 441

減損損失 3

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

１　借主側

未経過リース料

１　借主側

未経過リース料

１年以内 616百万円

１年超 2,995

　合計 3,611

１年以内    652百万円

１年超 2,961

　合計 3,614

２　貸主側

未経過リース料

２　貸主側

未経過リース料

１年以内 16百万円

１年超 60

　合計 77

１年以内   15百万円

１年超 40

　合計 55
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②　有価証券

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超

えるもの
19 19 0 － － －

時価が連結貸借対照表計上額を超

えないもの
－ － － － － －

合計 19 19 0 － － －

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
      

(1)株式 5 11 6 6 15 9

(2)債券 － － － 500 500 0

(3)その他 － － － － － －

小計 5 11 6 506 516 10

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
      

(1)株式 1,654 1,179 △475 1,654 1,292 △362

(2)債券 2 1 △0 502 501 △0

(3)その他 299 289 △10 299 286 △13

小計 1,956 1,470 △486 2,456 2,080 △375

合計 1,961 1,482 △479 2,962 2,596 △365

３　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
(自平成16年３月１日　至平成17年２月28日)

当連結会計年度
(自平成17年３月１日　至平成18年２月28日)

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

3,221 1,439 15 123 － －
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４　時価評価されていない主な有価証券の内訳及び連結貸借対照表計上額

(1)満期保有目的の債券

内容

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場債券 400 －

合計 400 －

(2)その他有価証券

内容

前連結会計年度
（平成17年２月28日）

当連結会計年度
（平成18年２月28日）

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場債券 － －

非上場株式（店頭売買株式を除く） 587 587

投資事業有限責任組合 497 348

合計 1,085 935

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分

前連結会計年度（平成17年２月28日） 当連結会計年度（平成18年２月28日）

１年以内(百
万円)

１年超５年
以内
(百万円)

５年超10年
以内
(百万円)

10年超
（百万円)

１年以内(百
万円)

１年超５年
以内
(百万円)

５年超10年
以内
(百万円)

10年超
（百万円)

債券         

国債・地方債等 19 － － － － － － －

社債 － 1 － － － 2 － －

非上場債券 － － 400 － － － － －

合計 19 1 400 － － 2 － －
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

(1）取引内容及び利用目的等

連結子会社㈱京樽では、借入金利等の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避するため、

金利スワップ取引を利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段 … 金利スワップ

ヘッジ対象 … 借入金利息

ヘッジ方針

金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目

的で行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例要件に該当するため、ヘッジ効果

が極めて高いことから事前事後の検証は行っておりま

せん。

(1）取引内容及び利用目的等

同左

(2）取引に関する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回

避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に関する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は、市場全体の変動によるリスクを

有しております。

なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度

の高い金融機関であり、契約不履行による信用リスク

はほとんどないと判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスクの管理体制

金利スワップ契約の締結等は取締役会の承認に基づい

ており、取引の実行管理は経理部で行っております。

(4）取引に係るリスクの管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年２月28日現在）

　ヘッジ会計を利用しておりますので、記載対象から除いております。

当連結会計年度（平成18年２月28日現在）

　ヘッジ会計を利用しておりますので、記載対象から除いております。
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④　退職給付

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度

及び適格退職年金制度を設けております。

また、連結子会社である㈱京樽は、京樽厚生年金基金

を設けております。

在外連結子会社の一部は、確定拠出型制度等を設けて

おります。

なお、連結子会社㈱京樽は、確定給付企業年金法の施

行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成16

年７月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受

けております。

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度

及び適格退職年金制度を設けております。

また、連結子会社である㈱京樽は、京樽厚生年金基金

を設けております。

在外連結子会社の一部は、確定拠出型制度等を設けて

おります。

２　退職給付債務に関する事項

（平成17年２月28日現在）

２　退職給付債務に関する事項

（平成18年２月28日現在）

イ　退職給付債務（注）１、２ △10,532百万円

ロ　年金資産 6,713

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △3,818

ニ　未認識数理計算上の差異 820

ホ　退職給付引当金(ハ＋ニ) △2,998

イ　退職給付債務（注）１、２ △5,004百万円

ロ　年金資産 1,779

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △3,225

ニ　未認識数理計算上の差異 406

ホ　退職給付引当金(ハ＋ニ) △2,819

（注）１　厚生年金基金の代行部分を含めて記載しており

ます。

２　一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

（注）１　厚生年金基金の代行部分を含めて記載しており

ます。

２　一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

イ　勤務費用（注）１、２ 292百万円

ロ　利息費用 216

ハ　期待運用収益 △8

ニ　過去勤務債務の費用処理額 △4

ホ　数理差異の費用処理額 113

ヘ　確定拠出年金等への掛金支払額 243

ト　退職給付費用

　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ)
852

イ　勤務費用（注）１、２    277百万円

ロ　利息費用 104

ハ　期待運用収益 △15

ニ　数理差異の費用処理額 132

ホ　確定拠出年金等への掛金支払額 240

ヘ　退職給付費用

　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)
738

（注）１　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に含めて表示しております。

（注）１　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除して

おります。

２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「勤務費用」に含めて表示しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 0.0％～1.5％

ニ　過去勤務債務の処理年数 10年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 7年～10年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 0.5％～1.5％

ニ　過去勤務債務の処理年数 10年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 7年～10年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）   
（流動資産）   
賞与引当金損金不算入額 396百万円
翌期閉鎖予定店舗費用 19 
繰越欠損金 319 
その他 215 
繰延税金資産(流動)小計 951 

評価性引当額 △107 
繰延税金資産(流動)合計 843 

（固定資産）   
貸倒引当金損金算入限度超過
額

164
 

固定資産減価償却超過額 365 
未実現固定資産売却益 109 
役員退職慰労引当金否認額 234 
投資有価証券評価損否認額 227 
退職給付引当金否認額 1,206 
会員権評価損否認額 253 
減損損失損金不算入額 1,071 
繰越欠損金 3,760 
その他有価証券評価差額金 194 
その他 246 
繰延税金資産(固定)小計 7,834 

評価性引当額 △6,384 
繰延税金資産(固定)合計 1,449 
繰延税金資産の合計 2,293 

（繰延税金資産）   
（流動資産）   
未払事業税 125百万円
賞与引当金損金不算入額 451 
繰越欠損金 93 
未払費用 215 
その他 108 
繰延税金資産(流動)小計 994 

評価性引当額 △206 
繰延税金資産(流動)合計 788 

（固定資産）   
貸倒引当金損金算入限度超過
額

100
 

固定資産減価償却超過額 395 
未実現固定資産売却益 91 
役員退職慰労引当金否認額 266 
投資有価証券評価損否認額 231 
退職給付引当金否認額 1,135 
会員権評価損否認額 252 
減損損失損金不算入額 1,143 
繰越欠損金 3,436 
その他有価証券評価差額金 146 
その他 333 
繰延税金資産(固定)小計 7,533 

評価性引当額 △6,077 
繰延税金資産(固定)合計 1,455 

（繰延税金負債）   
（固定負債）   
 その他有価証券評価差額金 △2 
    繰延税金負債（△）(固定)合計 △2 

繰延税金資産・負債（△）
の純額

2,241 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.8％
（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項
目

6.3
 

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△1.8
 

住民税均等割 27.6 
評価性引当額等の影響額 △68.2 
連結調整勘定償却額 2.6 
持分法投資損益 14.7 
その他 △0.9 
税効果会計適用後の法人税等の負担
率

22.1
 

法定実効税率 40.6％
（調整）   
交際費等永久に損金に算入されない項
目

11.5
 

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.1
 

住民税均等割 31.7 
評価性引当額等の影響額 △25.7 
 持分法投資損益 33.5 
 欠損金期限切れ 11.0 
 持分変動損失 6.1 
 その他 3.6 
税効果会計適用後の法人税等の負担
率

112.2
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）

 
牛丼関連事
業(百万円)

寿司関連事
業(百万円)

スナック関
連事業
(百万円)

その他飲食
事業
(百万円)

その他の事
業(百万円)

計(百万円)
消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業

損益
        

売上高         

(1）外部顧客に対

する売上高
72,259 32,704 9,412 2,678 906 117,962 － 117,962

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 46 － 1,757 1,804 (1,804) －

計 72,259 32,704 9,459 2,678 2,664 119,766 (1,804) 117,962

営業費用 73,627 32,180 9,175 3,002 2,815 120,801 (1,620) 119,181

営業利益又は営

業損失(△)
△1,367 524 283 △324 △150 △1,034 (184) △1,219

Ⅱ　資産、減価償却

費、固定資産減

損損失及び資本

的支出

        

資産 37,563 21,028 3,916 5,316 1,290 69,116 28,406 97,522

減価償却費 1,905 799 233 74 17 3,030 519 3,550

固定資産減損損

失
1,282 673 20 127 － 2,104 628 2,732

資本的支出 1,878 821 241 150 5 3,096 103 3,200

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、事業組織別及び販売商品等を勘案し、区分しております。

２　各事業区分に属する主要な商品等の名称

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タレ等の食材並びに弁当箱等の
包材及び備品

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司

スナック関連事業
たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体とした各種和風ファーストフー
ド、和菓子の製造・販売

その他飲食事業 カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金及

び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度　　　　　29,927百万円

当連結会計年度　　　　　28,351百万円
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当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

 
牛丼関連事
業(百万円)

寿司関連事
業(百万円)

スナック関
連事業
(百万円)

その他飲食
事業
(百万円)

その他の事
業(百万円)

計(百万円)
消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業

損益
        

売上高         

(1）外部顧客に対

する売上高
76,368 32,713 9,220 2,656 1,427 122,386 － 122,386

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

2 39 1 － 1,486 1,529 (1,529) －

計 76,371 32,752 9,221 2,656 2,913 123,916 (1,529) 122,386

営業費用 74,258 32,049 8,977 2,779 3,066 121,131 (1,440) 119,690

営業利益又は営

業損失(△)
2,113 702 244 △122 △152 2,784 (89) 2,695

Ⅱ　資産、減価償却

費、固定資産減

損損失及び資本

的支出

        

資産 38,596 21,268 3,974 5,042 1,549 70,431 27,695 98,127

減価償却費 1,888 711 189 406 12 3,208 109 3,318

固定資産減損損

失
103 125 6 － － 235 － 235

資本的支出 1,693 843 123 82 1 2,744 237 2,981

　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、事業組織別及び販売商品等を勘案し、区分しております。

２　各事業区分に属する主要な商品等の名称

事業区分 区分に属する主要な商品等の名称

牛丼関連事業
牛丼、豚丼、朝定食、お新香等及び肉、米、タレ等の食材並びに弁当箱等の

包材及び備品

寿司関連事業 店頭販売における鮨の持ち帰り及び回転寿司

スナック関連事業
たい焼、たこ焼、お好み焼き等の商品を主体とした各種和風ファーストフー

ド、和菓子の製造・販売

その他飲食事業 カレーの店頭販売、中華・西洋料理の宅配

その他の事業 施設設備の工事及び営繕、不動産賃貸

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金及

び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度　　　　　28,351百万円

当連結会計年度　　　　　28,160百万円

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）
　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％
を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）
　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％
を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年３月１日　至平成17年２月28日）
　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）
　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年３月１日　至　平成17年２月28日）

１　役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

役員及

びその

近親者

村田　光穂 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

47 － －

 安部　修仁 － － 当社取締役
被所有

直接0.2％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

47 － －

 加藤　建司 － － 当社取締役
被所有

直接0.1％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

37 － －

 田中　常泰 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

37 － －

 梅本　順一 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 折田　昌行 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 池上　久 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 渡部　政男 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 藤城　利英 － － 当社監査役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 阿部　孝 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 浦邊　正記 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －
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属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

役員及

びその

近親者

阿井　正夫 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 田中　柳介 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 出射　孝次郎 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 鈴木　康彦 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 斎藤　公利 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※２

19 － －

 牧　良也 － － 当社取締役
被所有

直接0.1％
－ －

商法第280条

ノ20および第

280条ノ21に

定める新株予

約権の発行

※３

21 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　※１は第43期定時株主総会、※２は第44期定時株主総会における決議に基づき付与されたものであり、※３

は第45期定時株主総会における決議に基づき発行されたものであります。

２　平成16年５月25日に村田光穂、阿井正夫は当社取締役を退任、田中常泰は当社取締役を辞任しており、上記

の取引金額は当連結会計年度の在任期間にかかるものであります。

当連結会計年度（自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日）

１　役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

役員及

びその

近親者

安部　修仁 － － 当社取締役
被所有

直接0.2％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

47 － －

 加藤　建司 － － 当社取締役
被所有

直接0.1％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

37 － －

 梅本　順一 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 折田　昌行 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

－ 34 －



属性 会社等の名称 住所
資本金
又は出
資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有(被
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

役員及

びその

近親者

池上　久 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 渡部　政男 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

33 － －

 藤城　利英 － － 当社監査役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 阿部　孝 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 浦邊　正記 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 田中　柳介 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 出射　孝次郎 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 鈴木　康彦 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※１

23 － －

 斎藤　公利 － － 当社取締役
被所有

直接0.0％
－ －

改正前商法第

210ノ２に定

める譲渡請求

権の付与※２

19 － －

 牧　良也 － － 当社取締役
被所有

直接0.1％
－ －

商法第280条

ノ20および第

280条ノ21に

定める新株予

約権の発行

※３

21 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１　※１は第43期定時株主総会、※２は第44期定時株主総会における決議に基づき付与されたものであり、※３

は第45期定時株主総会における決議に基づき発行されたものであります。

２　平成17年５月26日に藤城利英は当社監査役を退任しており、上記の取引金額は当連結会計年度の在任期間に

かかるものであります。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

１株当たり純資産額（円） 108,567 109,446

１株当たり当期純損失金額（円） 1,329 690

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式は存在するもの

の1株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式は存在するもの

の1株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益額又は１株当たり当期純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

自　平成16年３月１日
至　平成17年２月28日

当連結会計年度
自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日

当期純損失（百万円） 758 387

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － 41

普通株式に係る当期純損失（百万円） 758 428

期中平均株式数（株） 570,488 621,776

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

第２回新株引受権付社債（新株引受権

残高1億44百万円）、第1回無担保転換

社債型新株予約権付社債（社債残高50

億円）に付された新株予約権（新株予

約権の数30,303 個（注））及び新株

予約権4種類（新株予約権の数5,125

個）の概要は、「新株予約権等の状

況」及び「ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

  新株予約権4種類（新株予約権の数

4,830個）の概要は、「新株予約権等

の状況」及び「ストックオプション制

度の内容」に記載のとおりでありま

す            

　（注）社債残高を期末の転換価額（165,000円）で除して得られた最大整数で表示しております。

（重要な後発事象）

 　　　　該当事項はありません。
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